
奈々福なないろvol.3　悲願千人斬の女　長編浪曲一挙口演の会
金子三勇士 バースデーコンサート2020　～ベートーヴェン生誕250周年に寄せて～
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03-5624-3333☎

友の会先行予約
10：00～ 電話予約開始

新発売公演
10：00～ 電話予約開始

●先行予約日は以下の4館で受付いたします。

●友の会先行予約日と新発売日は13：00まで電話予約
のみとなります。

●先行予約の予定枚数が終了となる場合があります。
●ティアラ友の会会員割引とその他の割引の併用はでき
ません。

先行
7/9 木

7/10

03-3536-5061☎
豊洲文化センター

03-5626-2121☎
亀戸文化センター

03-3644-8111☎
江東区文化センターティアラこうとうチケットサービス

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／4,500円　一般／5,000円全席指定

友の会／ 2,700円　一般／ 3,000円　※当日500円増全席指定

和楽器演奏集団　
独楽　ー陽はまた昇るー
和太鼓を中心に津軽三味線・箏・尺八・唄

などの編成で、今までにない独自の世界観を
築き上げてきた「和楽器演奏集団 独楽」。
皆さまのご支援により、恒例の亀戸公演も
16年目を迎える事となりました。力強くも軽
妙に、今年も独楽ならではのステージをお楽
しみください！

13：30、18：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
出演：植木陽史（和太鼓）、川口真満（箏）、京極由加（唄・津軽三味線）　ほか
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新進気鋭の人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタルを開催。
日本とハンガリーの色合いが交ざり合う独特なピアニズムによる、ベートーヴェン
名曲プログラムをお届けします。軽快なトークもお楽しみに! 

※当初、豊洲シビックセンターホールにて開催する予定でしたが、コロナウイルスの影響
により客席数の制限があるため、より広いティアラこうとう大ホールに会場を移し、改
めて予約受付を開始いたします。

新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があります。ホームページにて周知しますので
ご了承ください。各種事業にご参加の際は、マスクの着用等のご配慮をお願いするとともに、咳エチケット、手や指を洗うなど
の感染予防にご協力をお願いします。また風邪のような症状がある方は、ご参加を控えていただくようお願いします。
なお公演等は3密回避のため、人数制限や座席間隔の確保等対策がとれたものについて実施をさせていただきます。
みなさまのご理解ご協力をお願いします。

金子三勇士 バースデーコンサート2020
～ベートーヴェン生誕250周年に寄せて～

曲目（予定）：ベートーヴェン／エリーゼのために、ピアノソナタ「悲愴」、「月光」、「熱情」

14：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
友の会／2,700円　一般／3,000円
※当日各500円増　

全席指定

12
土

9

幕末から明治にかけて、千人斬の男遍歴をやっての
けた女性が実在しました。古来、男の千人斬の話は聞
きますが、これは女が、男千人を斬ったというお話でご
ざいます。その人、松の門三艸子（まつのと・みさこ）。
明治初期の有名歌人。小沢信男作の評伝「悲願千人斬
の女」を奈々福が浪曲化。実在の歌人の数奇な人生を、
一挙口演いたします。曲師、沢村豊子とともに二時間、
駆け抜けます。

奈々福なないろvol.3
悲願千人斬の女　長編浪曲一挙口演の会

出演：玉川奈々福、沢村豊子（曲師）

玉川奈々福Ⓒ御堂義乗 沢村豊子Ⓒ森幸一

15：00開演　ティアラこうとう　小ホール

9
12
土

友の会／3,600円　一般／4,000円全席指定

19世紀の大作曲家ブラームスと作曲家シューマンの妻で当時人気のピアニストで
あったクララとの恋愛、友情、尊敬が混じり合った40年におよぶ愛情物語をドラマテ
ィックな朗読でたどりながら、彼らの愛しい日々から紡ぎ出されたブラームスの名曲
をピアノ演奏でお届けします。このプログラムは、ご好評をいただいた2017年6月
のステージの再演です。演奏曲目を一部、新しくしました。
朗読：風祭ゆき（クララ）、宮内良（ブラームス）、天木妙子（ナレーション）　ピアノ演奏：榊原紀保子
曲目：交響曲第３番第３楽章、弦楽６重奏第１番第２楽章、ハンガリー舞曲第１番、ブラーム
スの子守歌、「６つのピアノ小品」第２曲『間奏曲』／第３曲『バラード』、「１６のワルツ」第１５番、
「２つのラプソディ」第１番、ほか

指揮：松本宗利音　ピアノ：清水和音
曲目：ベートーヴェン／「レオノーレ」序曲 第3番 作品72b、グリーグ／ピアノ
協奏曲 イ短調 作品16、シューマン／交響曲第1番 変ロ長調 作品38「春」

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
友の会／S席3,150円　A席2,700円　B席2,250円
一　般／S席3,500円　A席3,000円　B席2,500円　江東区民／一般料金より各席200円引

全席指定

10
31

東京シティ・フィル指揮研究員を務め、現在札幌交響楽団の指揮
者として活躍する松本宗利音が定期に初登場! 記念すべき本公演に
は、ソリストとして名ピアニスト清水和音を迎え、グリーグのピアノ
協奏曲を披露します。ベートーヴェン、グリーグ、そしてシューマン
といった後期古典派～ロマン派の名曲プログラムをお楽しみに!

土

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
第62回ティアラこうとう定期演奏会

振替公演

8/10（月祝）から発売開始

昨年度公演より

出演：花柳かしほ、吉松章、Wakabaダンスグループ・パレット、
真島恵理バレエスタジオ
芸術監督：真島恵理

16:00開演　ティアラこうとう　小ホール
友の会／2,700円　一般／3,000円　親子ペア／3,000円
高校生／1,000円　こども（中学生以下）／500円　※2歳以下ひざ上無料

全席自由

9
19

こどもも、大人も、楽しめる絵本。その絵本からダンスがあふ
れ出す！絵本をテーマにした創作ダンスを親子で楽しめる。どう
ぞこの機会にお子様とご一緒に絵本の素晴らしさと共に、身体
を使って表現することの楽しさを再発見されてはいかがでしょう
か？

土

舞踊作家協会　連続公演第209回 
親子で楽しむ創作ダンス鑑賞 踊る絵本「もこもこもこ」

風祭ゆき

宮内良

榊原紀保子

友の会／ 1,000円　一般／ 1,200円　※当日200円増全席自由

JAZZ with HAIKU
小島のり子トリオ
併設している石田波郷記念館にちなんだ、ジャズと俳句の

コンサート。
第一部では、応募された俳句にあわせて曲を披露。第二部

では、スタンダードナンバーからオリジナルナンバーまで幅広
くお届けします。ジャズフルートの小島のり子さんを中心とし
たフレキシブルな演奏をお楽しみください。
※俳句応募について詳細は財団広報紙「カルチャーナビKOTO」
7月号またはホームページをご覧ください。

14：00開演　砂町文化センター　第1研修室
フルート：小島のり子　ピアノ：大橋祐子　ベース：カイドーユタカ

13
日

9

小島のり子

大橋祐子 カイドーユタカ

ドラマティック朗読コンサート
ブラームスとクララ
～最愛の女とともに～

ひと

© Ayako Yamamoto

解説：信田洋子（東京シティ・バレエ団）
ダンサー：東京シティ・バレエ団

12：00開演　江東区文化センター　サブ・レクホール
友の会・一般／500円全席自由

9
9

東京シティ・バレエ団によ
るレクチャーコンサート（年度
4回実施）。舞台上で見ていた
バレエを間近で！
4面の特集もご覧ください。

水

東京シティ・バレエ団　
ワンコイン・バレエ・レクチャー

振替公演

東京シティ・バレエ団

信田洋子

松本宗利音
清水和音
ⒸMana Miki
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6
日

武田鉄矢主演「3年B組金八先生」の主題歌「贈る言葉」は、
ドラマの人気もありミリオンセラーとなりました。心温まる楽
曲に、愉快なトークを添えて海援隊のライブを開催致します。
この機会をお見逃しなく!

15:00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／4,950円　一般／5,500円

海援隊　トーク＆ライブ 2020

8
7
金

澄みわたる夏空をテーマに、
風・月・花・そして愛…
今宵、美しい夜空のもと、心

あたたまる日本の歌、可憐で
情熱的な恋心を歌ったイタリ
アの歌をお届けいたします。

19：00開演　ティアラこうとう　小ホール
全席自由 友の会／1,800円　一般／2,000円

ティアラマンスリーコンサートVol.218
「梅原佐妃子ソプラノリサイタル」

曲目：私を泣かせてください、優
雅な月よ、歌劇「つばめ」より“ド
レッタの夢”、歌劇「道化師」より
“あの空高く、鳥達はさえずり”
　ほか
出演：梅原佐妃子（ソプラノ）、
　　　鳥居礼子（ピアノ）

7
14
火

キートンやチャップリン
…子どもからお年寄りま
で楽しめる爆笑サイレン
トコメディをカツベンと生
演奏でお楽しみいただき
ます。

18：30開演　古石場文化センター　大研修室
全席自由 友の会・中学生以下／1,000円　一般・大学生・高校生／1,500円

※当日一般500円増、大学生・高校生100円増

第740回 無声映画鑑賞会
春爛漫！ニコニコ大会２０２０

【上映作品】『キートンの滑稽恋愛三代記』、『チャップリンの勇敢』、
『爆進ラリー』、『極楽二人組　経師屋の巻』
弁士：澤登 翠、山城秀之、樗澤賢一　ピアノ演奏：坂本真理

8
1
土

交響組曲「ドラゴンクエスト」
全シリーズ演奏会を完走した東
京シティ・フィルのドラゴンクエ
ストが今年もセレクションで全シ
リーズを制覇します。ティアラこ
うとうではドラゴンクエストⅦ～
Ⅸのタイトルから名曲をセレクト
してお届けする贅沢な公演です。

14：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／S席4,500円　A席3,600円　B席2,700円

一　般／S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円　
小・中学生／S席2,500円　Ａ席2,000円　Ｂ席1,500円

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
交響組曲「ドラゴンクエスト」Ⅶ～Ⅸ
ベストセレクション

指揮とお話：佐々木新平
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目：すぎやまこういち作曲／交響組曲「ドラゴンクエスト」Ⅶ～Ⅸベストセレク
ション

9
3
木

平日昼間に気軽に音楽を楽しめるコンサート。今回はヴァイオリン・チェロ・
ピアノによる三重奏のほか、それぞれのソロ曲もお楽しみいただけます。楽器の
ポテンシャルを
最大限に引き出
して個性をぶつ
け合う、刺激的
なアンサンブル
をお聴きくださ
い。

12：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席自由 友の会・一般／500円

ティアラ・ワンコイン・コンサート2020
東京シティ・フィルPresents
ピアノ三重奏コンサート

出演：中津留果己（ヴァイオリン）、香月圭佑（チェロ）、香川明美（ピアノ）
曲目（予定）：メンデルスゾーン／ピアノ三重奏曲第 1番より、ベートーヴェン／
「街の歌」より、バーンスタイン／「ウエスト・サイド物語」より　ほか

8
10
月祝

あの『浦島太郎』を大胆にアレンジ。笑いと
感動の友情物語として生まれ変わった!
一人の少年に起こる小学生最後の夏の奇跡。
亀戸で活動する少年少女グループも公演に

参加! ご期待ください。

15：00開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／2,200円　一般／2,500円　中学生以下／1,000円

ジュニア団体参加型
演劇公演「ウラシマコタロウ」

出演：竹原聖一郞、藤川航、廣瀬響乃、高木宏太、
島村苑香、吉田さと
作・演出：はしもとじろう
特別参加団体：亀戸文化センター「ジュニアのた
めの小鼓教室」、Ma-LYN & La chou-choute

9
26
土

薗田憲一とデキシーキングス結成60周年コンサートをカメリアホールにて開
催します。デキシーランドジャズというこの素晴らしい音楽を、父、薗田憲一の残
した心温まるキングスサウンドをいつまでも残していきたいです。何時も変わら
ぬファンの方々の温か
い声援のお陰と心から
感謝しています。トロ
ンボーン：薗田勉慶

15：30開演　亀戸文化センター　カメリアホール
全席指定 友の会／4,500円　一般／5,000円

結成60年 薗田憲一とデキシーキングス
Live in Camellia Part 20

出演：薗田憲一とデキシーキングス　ゲスト：FUMIKA
曲目（予定）：夢見る頃を過ぎても、浜辺の唄、アット ザ ジャズバンド ボール、
バーボンストリート パレード　ほか

振替公演

中止延期延期

梅原佐妃子

9
19
土

20
日

情熱と自由の女カルメン。
その魅惑に溺れ落ちていく男ホセ。
情熱的なビゼーの

音楽にのせて奏でる
日本で最も人気の高
いオペラです。
最高のキャストでお

送りします。ご期待く
ださい。

14：00開演　江東区文化センター　ホール
全席自由 友の会／3,600円　一般／4,000円

第43回　江東オペラ　
歌劇「カルメン」
仏語字幕付き公演

指揮：諸遊耕史    演出：土師雅人
演奏：江東オペラ合唱団／管弦楽団
出演：鮎澤由香里・竹内恵子・安藤英市・土師雅人　ほか

8
10
月祝

ラテンジャズ・ビッグバンドの最高峰!
　結成25周年の今年、5年ぶり18枚目となる待望のニューア
ルバムを携えてのアニバーサリーライブ。スペシャルゲストに
実力派ジャズシンガーのCHAKAを迎え、ラテンのリズムとジ
ャズビッグバンドサウンドを駆使しオリジナル曲からジャズやポ
ピュラーの名曲を
エネルギッシュにダ
ンサブルにお届け
します。

17：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／5,000円　一般／5,500円　高校生以下／3,000円

※当日各500円増

熱帯JAZZ楽団 25th Anniversary
アルバム発売公演
Special Guest：CHAKA

出演：熱帯 JAZZ楽団　スペシャルゲスト：CHAKA（Vo.）
CHAKA

8
16
日

2度目の紅白出場を
へてさらにパワーアッ
プ! 元戦隊ヒーロー出
身俳優中心のメンバー
で構成された4人グル
ープ。シングル「プロ
ポーズ」が10万枚を
超え2018年9月度ゴ
ールドディスク認定。
2019年6月のリベンジ公演をお楽しみに!

14：00、18：00開演　ティアラこうとう　大ホール
全席指定 友の会／6,300円　一般／7,000円

純烈コンサートツアー 2020
YOU ARE MY SUNSHINE!!!!

曲目：スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ・
キサス・キサス東京　ほか

純烈

海援隊

薗田憲一とデキシーキングスFUMIKA

キートンの滑稽恋愛三代記

振替公演

下記公演は主催者の判断により、公演を中止（延期）とさせていただくことになりました。延期日程につきましては決定次第、ホームページ、ティアラペーパ
ー等でお知らせさせていただきます。その他の中止・延期情報は3面をご確認いただきますようお願い申し上げます。公演中止情報

発売・公演中止

昨年公演「ラ　ボエーム」より

佐々木新平ⒸS.Arita
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チケット取扱施設
ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
森下文化センター ☎03-5600-8666
古石場文化センター ☎03-5620-0224
東大島文化センター ☎03-3681-6331
砂町文化センター ☎03-3640-1751

月

第
2・4
　  

休
館

月

第
1・3
　  

休
館

数字がご入場いただけるお子様の年齢です。
（例）6歳以上のお子様よりご覧いただけます。66

歳以上対象

託児サービスあり
お申込みの際は、最初に会場名（ティアラこうとう）をお伝えください。
公演1週間前までにお申し込みください。　先着順、就学前児対象。受付時間　平日10：00～17：00

総合保育サービスのHAS　☎ 0120-500-315マーク
説明

（株）マザーズ　☎ 0120-788-222託児サービスあり
公演1週間前までにお申し込みください。先着順、就学前児対象。

チケットのご予約について

ザイ） コウトウ ク ブン カ コ ミ ニ テ ザイダンィュ
振込先：みずほ銀行東陽町支店 （普通） 8019809

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

お電話（チケット取扱施設へお電話ください）

チケット取扱施設　9:00～21:00（休館日を除く。深川江戸資料館は17:00まで）
※先行日・新発売日は10:00からとなります。

インターネット　24時間受付
※新発売の公演については、一般発売の翌日0:00から受付開始いたします。

インターネット
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/

ご予約

取扱時間

お引取り・お支払い
（お支払いはご予約から1週間以内です）

※インターネット予約で友の会割引を適用するには会員番号とパスワードが必要です。
　登録は入会申込時またはティアラこうとうチケットサービスまで。

窓口（チケット取扱施設へご来館ください）
現金・クレジットカード・銀行振込（事前振込）でお支払いできます。

郵送（入金確認後、チケットを発送いたします）
銀行振込・クレジットカードでお支払いできます。 
※クレジットカードはインターネットでの予約・決済のみとなります。
※郵送希望の場合、別途郵送手数料がかかります。（口座振替会員は無料）

割引を適用する場合は、対象であることを確認できる身分証明書をご持参ください。
スマートフォンURL

江東区文化センター ☎03-3644-8111
豊洲文化センター ☎03-3536-5061
亀戸文化センター ☎03-5626-2121
総合区民センター ☎03-3637-2261
深川江戸資料館 ☎03-3630-8625

7/18（土） 14:00開演 会場　東大島文化センター　第1和室

全席自由　友の会／ 1,300円　一般／ 1,500円　※当日各300円増
注目の若手が隔月で開催
する落語会「東大島亭」。
今回は柳亭市弥と入船亭
小辰による二人会! 人気
と実力を兼ね備えた二人
の落語をお楽しみくださ
い。（全席イス席）
出演：柳亭市弥
 入船亭小辰

第11回 東大島亭
柳亭市弥・入船亭小辰 二人会

7/4（土） 14:00開演 会場　古石場文化センター　大研修室

全席自由　友の会・一般／ 1,800円　※当日各200円増
真打4人組による落語寄席。素敵なプレゼントがあたるかも！？抽選会あり。 
出演：古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

RAKUGOもんすたぁず

8/28（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場

全席自由
友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　
※当日各500円増
江東区出身、在住の落語家・昔昔亭桃之助による演芸会。
ゲストにはベテランおぼん・こぼん、イケメン瀧川鯉斗と豪華な
メンバーでお楽しみいただきます。どうぞお見逃しなく!
出演：昔昔亭桃之助
 瀧川鯉斗
 おぼん・こぼん　ほか

伝統芸能公開「落語」特別版
生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会

柳亭市弥 入船亭小辰

新型コロナウイルスの影響により、下記の公演を中止（または延期）します。楽しみに
お待ちいただいた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお
願いします。

 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団のチケット予約サービスが新しくなり
ました。多くの方のご利用をお待ちしております。

●新システムでは会員登録をせずにチケットのご予約・購入ができるよう
になりました。クレジットカード即時決済のみの取扱いとなります。お
気軽にご利用ください。
●「カート」機能が追加されました。複数公演をご購入の場合でも送料が
1回分となります。

公演中止情報

落語公演情報
シリーズ！！

昔昔亭桃之助 瀧川鯉斗 おぼん・こぼん

9/25（金） 19:00開演 会場　深川江戸資料館　小劇場
全席自由
友の会／ 2,200円　一般／ 2,500円　
※当日各500円増
昨年に続いて小劇場で開催させていただきます。今回は人気二ツ目「雷門音
助」クン、音楽漫談ユニット「ヒョロビリーズ」をゲストに迎えた楽しい公演です。
お誘い合わせの上、ご来場をお待ち申し上げます。
出演：橘ノ圓満、雷門音助 ほか

伝統芸能公開「落語」特別版　第3回 深川de圓満会

橘ノ圓満 雷門音助

7/1（水） 舞踊作家協会 連続公演 第211回 七夕公演Part.3（延期）
7/1（水） 東京シティ・バレエ団「トリプル・ビル2020」練習見学会
7/3（金） 丘みどりコンサート2020～演魅 Vol.2～
7/4（土） 親子で楽しむ0歳からのリトミックコンサートVol.4
7/4（土） 江東マンドリンクラブ 第27回定期演奏会
7/5（日） 第34回花岡詠二プレゼンツ，スヰング・タイム
7/9（木） 助川太郎Group サマーコンサート（延期）
7/11・12（土）（日） 東京シティ・バレエ団「トリプル・ビル2020」
7/11・12（土）（日） 第21回江東オペラハイライト公演　歌劇「夕鶴」「蝶々夫人」
7/18・19（土）（日） 東京シティ・バレエ団「『白鳥の湖』～大いなる愛の讃歌～」
8/14～16（金）～（日） 深川とっくり座第50回目公演 丹青の「井戸の茶わん」
9/13（日） 45th Anniversary 岩崎宏美コンサートツアー（延期）
9/20（日） 東京シティ・バレエ団　バレエ・コンサートVol.6
9/21（月祝） THE50執念 ～なぎら健壱50周年コンサート～（延期）

開催を中止した公演につきましては、チケット料金を全額返金いたします。
【返金にあたって必要なもの】
●公演チケット　●お客様の銀行口座番号（ゆうちょ銀行も可）
【返金方法】 銀行振込
※チケットご購入時に発生した振込手数料等は返金の対象になりませんので
　ご了承願います。
※クレジットカードや現金でご購入された場合も、銀行振込でのご返金となります。
【返金期間】
公演によって異なります。開催館より順次ご案内させていただきますのでご確認の程よろ
しくお願いいたします。尚、現在、多くの公演の払い戻しが発生しており、処理に時間がか
かっております。既にお手続き済のお客様につきましては、ご返金完了まで今しばらくお待
ちくださいますようお願い申し上げます。
※各種プレイガイド等でご購入のお客様は、ご購入先からのご返金となります。
　それぞれのご購入先へのお問い合わせをお願いいたします。

公演中止によるチケット料金返金のご案内

チケット予約システム変更のお知らせチケット予約システム変更のお知らせ
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/ticket/

これまで「インターネット会員」としてご登録いただいていた方には、新たに「web
会員」としてのご登録をお願いいたします。
ご登録いただいた方はクレジットカードのほかに窓口引取または銀行振込を選択
することができます。
また、ご希望の方へ新規発売情報を掲載したメールマガジンをお送りいたします。

web会員様

ティアラ友の会会員様
6月24日（水）以降に会員情報を変更する際は、パスワードの変更が必要になり

ます（4桁→8桁）。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
継続手続をweb上から行うことができるようになります（クレジットカード決済の

み）。有効期限が近づきましたらメールでお知らせしますので、ぜひメールアドレスの
ご登録をお願いいたします。

ブックマークなどについて
システム変更に伴い、一部URL等も変更になりますので、ブラウザのブックマーク
やお気に入り登録をご利用いただいているお客様は新しいページのURLをご登録
いただきますようお願いいたします。

変
更
点
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内容（予定）

内容（予定）

内容（予定）

内容（予定）

C IN EM AC IN EM A
対象

内容

申込

問合せ
締切

全て、開演12:00(開場11:40)

全席自由 500円

！！

〒135-0002　東京都江東区住吉2-28-36
江東公会堂管理事務所（ティアラこうとう内）
代表 ☎03-3635-5500　℻.03-3635-5547

ティアラこうとうホームページ

デザイン　有限会社サムネク

https://www.kcf.or.jp

https://www.kcf.or.jp/tiara

心にうるおい、地域ににぎわい。

2020年7月1日発行 ティアラ友の会事務局
☆次号8月号は7月31日頃発送予定です。アーティストグッズプレゼント

計1名様

応
募
方
法

ハガキに1.友の会会員番号、2.住所、3.氏名、4.ご希望の
グッズ、5.ティアラこうとうや江東区での公演に対するご意
見、ご感想をご記入の上、下記宛先までお送りください。

〒135-0002 
江東区住吉2-28-36　
ティアラこうとう ティアラ友の会事務局

〈しめきり〉7/31（金）必着　
〈当選発表〉グッズの発送をもって発表にかえさせていただきます。

古石場文化センター　大研修室会場

全席自由　当日　友の会／500円　一般／700円 

7/25
（土）

監督：小津安二郎
出演：笠智衆、原節子

江東シネマプラザ7月
「晩春」

午後の部 15：00午前の部 11：00

婚期を逸した娘を心配する父親と、
自分が嫁いだ後の独り身の父の
行く末を案じる娘の思いを描く。
小津監督のテーマ“家族”の第一
作目。原節子が小津作品に初めて
出演。キネマ旬報ベストテン第一
位受賞。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上映回数・定員数等を
見直し、新たに会員を募集します。
※4月から江東シネマプラザに申し込まれた方を先行受付中です。
定員に達し次第、募集終了となります。
全席自由　友の会 1,900円　一般 2,000円（全5回分）

江東シネマプラザ

7/25（土）～11/28（土）
古石場文化センター
大研修室会場

日程 作品名
午前の部 11：00 午後の部 15：00

懐かしい名作映画を大画面で上映！
2020年度（第42期）
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新発売
金7/10
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第337回
10/16（金）19:00開演

第338回
11/13（金）19:00開演

第336回
9/26（土）14:00開演

第332回
8/12（水）19:00開演

第333回
8/29（土）14:00開演

指揮：沼尻竜典　ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ
曲目／芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽、ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ
短調 作品18、交響的舞曲 作品45

指揮：高関 健（常任指揮者）  ソプラノ：半田美和子
曲目／ベートーヴェン：交響曲第2番ニ長調 作品36、マーラー：交響曲第10番嬰ヘ
長調より第1楽章“アダージョ”、ベルク：歌劇「ヴォツェック」からの3つの断章　　

指揮：高関 健（常任指揮者）　オルガン：福本茉莉
曲目／バッハ（エルガー編）：幻想曲とフーガハ短調、ジョンゲン：オルガンと管弦楽
のための協奏的交響曲 作品81、フランク：交響曲ニ短調Ｍ.48

新規会員募集

（1949年／松竹／108分／モノクロ）

★35㎜フィルム　■ＦＭ放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

振替公演

振替公演

秋川雅史コンサート
（2/27　ティアラこうとう　大ホール）
サイン色紙　1枚

指揮：高関 健（常任指揮者）
トスカ：木下美穂子　カヴァラドッシ：小原啓楼　スカルピア：上江隼人　
アンジェロッティ：妻屋秀和　合唱：東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）
児童合唱：江東少年少女合唱団　ほか 
曲目／プッチーニ：歌劇「トスカ」演奏会形式・字幕付き

指揮：高関健（常任指揮者）
ヴァイオリン：山根一仁
曲目／リヒャルト・シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」作品30　ほか

Ⓒ1949 松竹株式会社

高関健ⒸStasLevshin

前回稽古風景

出演者
募集区民参加型演劇公演「かめいどらぼ2021」

あなたも舞台に立ってみませんか？

2021年2月21日（日）開催「かめいどらぼ2021」に出演する出演者を募集します。今年度は新たに劇
団青年座を制作に迎え、「かめいどらぼ」を心
機一転させます。本公演に向けて稽古し、み
なさんと一緒に公演を作り上げていきます。
舞台が初めての方大歓迎！本番に向け、稽
古を重ねて一つの舞台を作り上げてみませ
んか。
募集の詳細は7月より各文化センターにて
配布するパンフレット、または亀戸文化セン
ターホームページをご覧ください。
■演出指導
劇団青年座演出部
■対象者
江東区在住・在勤者
■選考方法
一次書類選考、二次オーディション（9/6（日）午後）
※オーディション合格者による稽古日時はパンフレットを参照ください。
■参加費
受講料26,000円・教材費7,000円※出演料・交通費の支給はありません。
■劇団青年座について
1954年結成から、多くの劇作家と共に数々の創作劇を上演。 1994年の創立四拾周年以降はマキノノゾ
ミ(『わが兄の弟ー贋作アントン・チェーホフ傳』他)、永井愛(『パートタイマー・秋子』他)、最近では太田善
也（『真っ赤なＵＦＯ』他）、古川健（『旗を高く掲げよ』）、鈴木聡(『フォーカード』他)、古川貴義（『俺の酒が呑
めない』）、野木萌葱（『外交官』他）ら現代演劇を代表する劇作家の新作を次々と上演し、高い評価を受けて
いる。一方、現代演劇の俳優・スタッフの養成を目的とし、1975年より青年座研究所(２年制)をスタートさ
せて多くの人材を輩出、本科・実習科で多くの研究生が学んでいる。
■申し込み締め切り
8/11（火）必着　

亀戸文化センター　〒136-0071 江東区亀戸2－19－1
電話03-5626-2121　https://www.kcf.or.jp/kameido/問合せ　

晩春　★
キューポラのある街
タンポポ　★
風のある道　■ 
戦場のメリークリスマス

7/25㈯
8/22㈯
9/26㈯
10/24㈯
11/28㈯

新発売
金7/10

チケット発売のご案内江東区芸術提携団体

会場：東京オペラシティコンサートホール　全席指定
 （京王新線「初台」駅東口徒歩5分）

定期演奏会

東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団

友の会　S席5,400円　A席4,500円　B席3,600円　C席2,700円
一　般　S席6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円
※プラチナS席4,500円　プラチナA席3,500円　（60歳以上）
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円引

　シネマ事業運「江東シネ
マフェスティバル12/12
（土）、13（日）」「こども映画
祭10/25（日）」のお手伝
いをしてくれるボランティ
アを募集します。映画が好
きな方、地域でのボランテ
ィア活動に興味のある方、
一緒にイベントを盛りあげ
てください。

現時点で、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、定員を少なく設けています（15名）。
今後の状況によっては変更の可能性があります。
また、公演日程・内容についても今後変更の可能性がありますので、ご了承ください。

『バー』、『センターレッスン』を解説付きで見ながら、簡単な手の動きなどを体験してみます。
姿勢や、写真を撮る際のコツなど普段の生活にも生かせるコツもお教えします。

以下の条件を満たす18歳以上10名（高校生不可。応募者多数の
場合は抽選）①会期中10/25（日）・12/12（土）・13（日）に参加②
事前説明会・研修あり
会場案内、整理・広報宣伝・関連イベント運営など
※活動内容、参加条件などの詳細はチラシ、ホームページをご覧
ください
申込書に必要事項を記入の上窓口、FAX、メールで提出。
申込書はホームページからもダウンロードできます。
古石場文化センター
9/30（水）必着

募 集シネマボランティア

東京シティ・バレエ団によるレクチャーコンサート！
年間４回のレクチャーで、あなたもバレエ通に！
バレエ初心者の方も、バレエ好きの人もお楽しみいただけます！

●江東区文化センターでスタート！

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

「バレエの基本の動き」
第１回
９/９（水）

バレエ特有の『トゥシューズ』を履いた動きの実演や、衣裳を実際に見てみます。まるで浮いて
いるように見えるダンサーの謎に迫ります。「トゥシューズ、衣裳の説明」

第2回
10/7（水）

言葉のないバレエで、会話の手段として使用される『マイム』を実演。役柄によって使い分ける
『レベランス』（お辞儀）の説明もあります。「マイムや作品の説明」

第3回
11/25（水）

バレエと言えど、クラシック作品（『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』など）から、コンテンポラリー
作品まで、幅広い種類があります。クラシックの形式的な特徴や、コンテンポラリーの振付家そ
れぞれの色など、解説します。最後には『グラン・パ・ド・ドゥ』（クラシックバレエの形式。作品の重
要な見せ場。）の実演も予定しています。

「バレエ作品（種類等）
について」

第4回
2021
2/24（水）

※当日臨時会員券については販売しない場合もございます。
　詳細はお問合せください。
　臨時会員券の事前予約受付けはございません。


